
令和 2年第 1回佐伯市農業委員会議事録 

 

日  時： 令和 2年 1月 7日（火曜日） 15 時 00 分～16 時 14 分 

場  所： 佐伯市役所 6 階 大会議室 

出席農業委員： 1 番 山田 定男    2 番 小野 美智子   3 番 市川 一清    4 番 簀戸 猪文    

5 番 狩生 哲廣    7 番 夛田 寿志     8 番 田嶋 義生    9 番 高畠 千恵美 

10 番 御手洗 大悟  11 番 小野 隆壽   12 番 吉良 勝彦   13 番 工藤 雄一 

14 番 谷川 享宏    15 番 塩月 吉伸    17 番 三又 勝弘 

出席農地利用最適化推進委員：佐伯 1区 波戸崎 孝 佐伯 2区 清田 馨 佐伯 3区 安藤 博  

佐伯 4区 山田 裕也 佐伯 5区 清水 秀人 佐伯 7区 池田 幸利 佐伯 8区 小川 忠重 

佐伯 9区 林 寛    佐伯 10 区 疋田 定   佐伯 11 区 後藤 彰   上浦区 白田 一男 

弥生 1区 大石 太士 弥生 3区 藤原 安政  宇目 2区 矢野 弥平 直川 1区 曽根田 正弘 

直川 2区 橋迫 新五 蒲江 1区 井川 英二 蒲江 2区 津田 幸喜 蒲江 3区 松尾 孫重  

欠席委員：6番 黒岩 眞由美  16 番 河野 周一  

事 務 局：事務局長 穴見 哲男  総括主幹 橘 公展   副主幹 山田 祐郎  副主幹 槙野 信光 

事務員 井上 真吾     

農 林 課：総括主幹 首藤 和秀  副主幹 泉 由香 

 

議事日程 

 第１ 欠席委員の報告 

 第２ 議事録署名委員の指名 

 第３ 農地案件の件数ならびに面積総括表について 

 第４ 第 1 号議案 農地法第 3条の規定による許可申請について 

    第 2 号議案 農地法第 4条の規定による許可申請について 

第 3 号議案 農地法第 5条の規定による許可申請について 

第 4 号議案 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

 その他 ①農用地利用集積計画（案）について(農林課) 

     ②利用権設定の推進について（お願い）（農林課） 

     ③農用地利用配分計画（案）の意見聴取について（農林課） 

     ④非農地証明願について 

 

 



事務局長：ただいまから令和 2年第 1回佐伯市農業委員会を開催いたします。本日の欠席委員は、6番の

黒岩眞由美委員、16 番の河野周一委員です。農業委員 17 名中、本日の会議の出席は 15 名です。

よって佐伯市農業委員会会議規則第 6 条により会議が成立したことを報告いたします。また、

農地利用最適化推進委員 27 名中 19 名の推進委員にも出席していただいております。次に先月

の大分県知事許可案件につきましては、12 月 13 日付けで全件許可となっておりますので報告

いたします。それでは会長あいさつの方をよろしくお願いいたします。 

 

会  長：（あいさつ） 

 

事務局長：続きまして農業委員会会議規則第 4条により会長が議長になりますので、会長に議事の進行の

方をよろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは議事に入ります前に議事録署名人を指名いたします。12 番の吉良委員さん、13 番の

工藤委員さんにお願いいたします。それでは事務局議案説明をお願いいたします。 

 

事務局長：それでは議案書の 2ページをお開きください。令和 2年 1月 7日開催の農地案件の件数及び面

積総括表ということで、農地法第 3 条、件数が 8 件、田が 13,896 ㎡、畑が 8,837 ㎡、合計面

積が 22,733 ㎡。農地法第 4条、件数が 7件、田が 7,426 ㎡、畑が 3,413 ㎡、合計面積が 10,839

㎡。農地法第 5条、件数が 7件、田が 1,523 ㎡、畑が 1,718 ㎡、合計面積が 3,241 ㎡。件数の

合計が 22 件、田が 22,845 ㎡、畑が 13,968 ㎡、総合計面積が 36,813 ㎡。以上提案いたします

のでよろしくお願いいたします。 

 

議  長：それでは議事に入りたいと思います。農地法第 3条の 1番より立証していただきたいんですけ

ど、3条の 1番、2番、3番は、譲受人が同一であるために事務局一括説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：それでは説明させていただきます。申請地の位置につきましては、配布しております管内図と

住宅地図を御参照ください。土地の表示、申請人、耕作面積は、議案書のとおりでございます。

それでは 3 条の 1、2、3 について説明させていただきます。住宅地図の冊子 1、2 ページをご

覧ください。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農

地です。譲受人は、自己所有農地で野菜類を栽培しているとのことです。農業経営に必要な農

機具は所有しています。耕作は譲受人夫婦の 2 人で行っているとのことです。農地取得後は、

野菜を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 24.02ａとなり、上浦地域の下限面積 20ａ

以上となります。今後、引き続き農業を行うので申請農地周辺地域への農業上の支障は予想さ

れないと思われます。概要は上記のとおりです。内容については再度確認をお願いします。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより 3条の 1番、2番、3



番について意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。(ありません、の声あり)特になしとの声がございましたので取りまとめたいと思います。

3条の 1番、2番、3番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員

賛成ということで許可したいと思います。続きまして 3条の 4番、5番については譲受人が同

一であるため一括で事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3条の 4、5について説明させていただきます。住宅地図の冊子 3、4ページをご覧くだ

さい。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地及

び農地です。譲受人は、自己所有農地で米や野菜類を栽培しているとのことです。農業経営に

必要な農機具はリースで賄うとのことです。農業は主に譲受人1人で行っているとのことです。

農地取得後は、米や野菜類、栗を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 274.99ａとなり、

直川地域の下限面積 40ａ以上となります。今後引き続き農業を行うので申請農地周辺地域への

農業上の支障は予想されないと思われます。 

 

議  長：それでは担当の曽根田推進委員さんお願いいたします。 

 

直川 1区推進委員：3条の 5の申請地なんですけど、これは多分四、五十年前に無断転用で杉を植えてお

りました。これが数か月前に切られており伐採がされております。それで 4については現在作

付けしている田んぼであり、いずれについても問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 3条の 4番、5番に

ついてこれより意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいた

します。(ありません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思い

ます。3 条の 4 番、5 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全

員賛成ということで許可したいと思います。続きまして 3条の 6番について事務局説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 6 について説明させていただきます。住宅地図の冊子 5、6 ページをご覧くださ

い。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。

譲受人は、自己所有農地で米や野菜類を栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機具

は所有しています。農業は主に譲受人夫婦の 2人と子ども、母親の 4人で行っているとのこと

です。農地取得後は、ミカンや柿の栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 195.48ａとな

り、佐伯地域の下限面積 40ａ以上となります。今後、引き続き農業を行うので申請農地周辺地

域への農業上の支障は予想されないと思われます。 

 

議  長：それでは担当の小川推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 8区推進委員：ここは何年も前から荒らしている状態で非常に地区、周りの田畑の方が困っていたん

ですけども、ここがきれいになると周りが全部耕作している所なのでありがたいと逆に思って

おります。何も問題ないと思います。 



 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより意見を求めたいと思

います。3条の 6番についてどなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。(ありま

せん、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。3 条の 6

番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで許

可したいと思います。続きまして 3条の 7番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 7番について説明させていただきます。住宅地図の冊子 7、8ページをご覧くだ

さい。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地で

す。譲受人は自己所有農地で米や野菜類を栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機

具は所有しています。農業は主に譲受人 1人で行っているとのことです。農地取得後は、野菜

を栽培するとのことです。取得後の耕作面積は 80.08ａとなり、佐伯地域の下限面積 40ａ以上

となります。今後、農業を行うにあたり申請農地周辺地域への農業上の支障は予想されないと

思われます。 

 

議  長：担当の疋田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 10 区推進委員：特に問題はありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより 3条の 7番について

どなたか意見がございましたら挙手をもってお願いいたします。(ありません、の声あり)なし

との意見がございましたので取りまとめたいと思います。3 条の 7番について賛成される方の

挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで 3条の 7番についても許可し

たいと思います。続きまして 3条の 8番について、○○番の○○委員さんは申請者の親族であ

ることから佐伯市農業委員会会議規則第 10 条の規定により議事に参与することが出来ません

ので一旦退席をお願いいたします。 

 

（○○委員退席） 

 

議  長：それではこれより 3条の 8番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：続いて 3 条の 8について説明させていただきます。住宅地図の冊子 9、10 ページをご覧くださ

い。今回の申請は、売買による所有権の移転です。申請農地は、農業振興地域内の農用地です。

譲受人は自己所有農地及び借入地で花きを栽培しているとのことです。農業経営に必要な農機

具は所有しています。農業は主に譲受人夫婦の 2人と両親、従業員 3名の計 7名で行っている

とのことです。農地取得後は、花きの栽培をするとのことです。取得後の耕作面積は 144.11

ａとなり、蒲江地域の下限面積 20ａ以上となります。今後、引き続き農業を行うので申請農地

周辺地域への農業上の支障は予想されないと思われます。 

 

議  長：それでは担当の井川推進委員さんお願いいたします。 



 

蒲江1区推進委員：実は今回は蒲江外のため状況は私は分かりませんので現地確認に立ち会っていません。

それで巡回した農業委員さんにお任せしたいと思います。なお、譲受人の○○○○さんは、若

い菊専業農家です。このことに関しては、全く問題ありません。 

 

議  長：現地確認については私が代表して意見を述べたいと思います。ちょうど高速の下になるんです

けども特に問題はないと思われます。私の方からは以上です。3条の 8 番について、これより

意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。(あ

りません、の声あり)特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。3条の

8 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで

3条の 8番については許可したいと思います。入室をお願いいたします。 

 

（○○委員入室） 

 

議  長：それでは第 2号議案の農地法第 4条の規定による許可申請についてを議題といたします。4条

の 1番より事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 1について説明いたします。お配りしている地図の 11 ページをご覧ください。申請地は

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。植林用地とし

ての用途による申請ですが、昭和 50 年頃に前所有者が許可を得ずに杉を植林しました。現在

も杉は植わっており、今回始末書を添付しての追認申請となっております。新たに植林をする

ことはありませんので周囲への被害はありません。水利権はありません。許可基準は、運用通

知第 2の 1の（1）のカの（イ）、第 2種農地の許可要件、申請に係る農地に変えて周辺の他の

土地を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することが出来ないと認めら

れる場合に該当します。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございましたので、これより 4条の 1番につ

いて皆さんの意見をお伺いしたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思い

ます。4 条の 1 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）賛成全員

ということで 4条の 1番について承認したいと思います。続きまして 4条の 2番について事務

局説明をお願いいたします。 

 
事 務 局：4条の 2について説明いたします。地図の 12 ページをご覧ください。申請地は、農業振興地域

内にある農用地の田です。農地造成用地の用途による申請です。水量不足から田としての耕作

が困難になったため、かさ上げを行い畑として利用する計画です。申請地では最大 2ｍのかさ



上げを行いますが、隣接する道に対しては高さを合わせるため、土砂の流出、崩壊の恐れはな

いと思われます。造成後はカボスを作付けする計画です。水利権はありません。許可基準は、

運用通知第 2の 1の（1）のアの（イ）のｃの（ａ）、農用地の許可基準の例外規定、一時的な

利用に供するものに該当します。 

 
議  長：担当推進委員さんが欠席しておりますので意見書の読み上げをお願いいたします。 

 

事 務 局：担当の岡田委員からは問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：特に問題なしとの意見書が上がっているそうでございます。これより 4条の 2番について、皆

さんの意見をお聞きしたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）なしとの声がございましたので取りまとめたいと思います。4

条の 2番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成というこ

とで 4条の 2番を承認したいと思います。続きまして 4条の 3番について事務局説明をお願い

いたします。 

 

事 務 局：4条の 3について説明いたします。地図の 13 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。チップ工場及び駐車場用地と

しての用途による申請です。申請者が取締役を務める製材会社が資源の有効活用を図るために、

再生工場と従業員のための駐車場として利用する計画です。盛土等の造成工事は行わず現状の

まま使用するため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。

水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いします。 

 

弥生 1区推進委員：別に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは4条の3番について、

これより意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

4 条の 3 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで 4条の 3番については承認したいと思います。続きまして 4条の 4番について事務局説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 4について説明いたします。地図の 14 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。農地造成用地としての用途に

よる申請です。田としての耕作が難しくなったため、かさ上げを行い畑として利用する計画で

す。申請地では最大 1ｍのかさ上げを行いますが、隣接地に対しては間隔を空け安定勾配で盛

土を行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。造成後は栗を作付けする計画で

す。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 



 

議  長：担当の矢野推進委員さんお願いいたします。 

 

宇目 2区推進委員：別に何も問題ございません。 

 

議  長：特に問題なしとの意見がございました。これより 4条の 4番について、皆様から意見を求めた

いと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。（ありません、の声

あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。4 条の 4 番について賛成

される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思い

ます。続きまして 4条の 5番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 5について説明いたします。地図の 15 ページをご覧ください。申請地はＪＲ重岡駅から

概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の田です。植林用地としての用途による申請です。地権

者の高齢化に伴い農地としての利用が困難になったため、杉を 160 本植林する計画です。隣接

地に対しては距離をとって植林するため、日照、通風の被害はないと思われます。水利権はあ

りません。許可基準は、運用通知第 2の 1 の（1）のエの（イ）、第 3 種農地の許可要件、第 3

種農地の転用は許可をすることが出来るに該当します。 

 

議  長：担当推進委員さんが欠席してますので意見書の読み上げをお願いいたします。 

 

事 務 局：担当の岡田推進委員からは問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見書が上がってございます。それでは 4条の 5番

についてこれより意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いい

たします。ないようですので 4条の 5番についてこれより取りまとめたいと思います。賛成さ

れる方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思いま

す。続きまして 4条の 6番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 6について説明いたします。地図の 16 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第 3種農地の畑です。一般住宅用地としての用途による申請です

が、平成 10 年頃に前所有者が許可を得ずに住宅と倉庫を建築しました。現在も利用しており

今回始末書を添付しての追認申請となっております。新たに工事をすることはありませんので

周囲への被害はありません。水利権はありません。許可基準は、第 3種農地の許可要件に該当

します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 2区推進委員：特に問題はないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからは特に問題ないと思われるということで上がってございます。それでは



これより 4条の 6番について意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をも

ってお願いいたします。ないようですので取りまとめたいと思います。4 条の 6番について賛

成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで 4条の 6番につ

いては承認したいと思います。続きまして4条の7番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：4条の 7について説明いたします。地図の 17 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。農地造成用地としての用途に

よる申請です。申請地では現在水稲を耕作していますが、台風の際は頻繁に浸水するため、か

さ上げを行い畑として利用する計画です。申請地では 1ｍのかさ上げを行いますが、隣接する

土地に対しては高さを合わせ、また水路に対しては間隔を空け安定勾配で盛土を行うため、土

砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。造成後は野菜類を作付けする計画です。弥生土地

改良組合から問題ない旨の意見書が添付されております。許可基準は、第 2種農地の許可要件

に該当します。 

 

議  長：担当推進委員さんが欠席しておりますので意見書の読み上げをお願いいたします。 

 

事 務 局：担当の出納推進委員からは問題ない旨の意見書をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからは特に問題なしとの意見書が提出されております。これより 4条の 7番

について意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

4 条の 7 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。続きまして農地法第 5条の規定による許可申請についてを議題

といたします。事務局 5条の 1番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 1について説明いたします。地図の 18 ページをご覧ください。申請地は佐伯市役所上浦

振興局から概ね 300ｍの区域内にある第 3 種農地の畑です。太陽光発電施設用地としての用途

による申請です。地権者は現在県外に在住しており草刈り等の管理に苦慮しておりました。申

請地では、360 枚の太陽光パネルを設置します。盛土等の造成工事は行わず整地のみを行い使

用するため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、雨水は自然浸透します。水利

権はありません。許可基準は、運用通知第 2の 1の（1）のエの（イ）、第 3種農地の許可要件、

第 3種農地の転用は許可をすることが出来るに該当します。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5条の 1番

について意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。



5 条の 1 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。続きまして、5 条の 2 番について事務局説明をお願いいたしま

す。 

 

事 務 局：5条の 2について説明いたします。地図の 19 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第 3種農地の田です。資材置場用地としての用途による申請です

が平成 28 年頃から借人が代表を務める会社が許可を得ずに資材置場として利用しておりまし

た。現在も利用しており、双方からの始末書が添付されております。新たに工事をすることは

ありませんので、周囲への被害はありません。水利権はありません。許可基準は、第 3種農地

の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の山田推進委員さんお願いいたします。 

 

佐伯 4区推進委員：現状のまま使用するということなので特に問題はないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の2番について、

これより意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。

（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。賛成

される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで 5条の 2番承認を

したいと思います。続きまして 5条の 3番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 3について説明いたします。地図の 20 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。一般住宅及び資材置場用地と

しての用途による申請です。林業を営んでいる譲受人が隣接する土地と一体で自宅兼資材置場

として利用します。隣接地に対しては、ブロック塀を設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れ

はないと思われます。また排水は、合併浄化槽を設置します。水利権はありません。許可基準

は、運用通知第 2の 1の（1）のカの（イ）、第 2種農地の許可要件、申請に係る農地に変えて

周辺の他の土地を供することによっては当該申請に係る事業の目的を達成することが出来な

いと認められる場合に該当します。 

 

議  長：それでは担当の藤原推進委員さんお願いします。 

 

弥生 3区推進委員：周辺農地の影響についての意見の 5項目をクリアしており、営農条件の影響について

も問題ないと思われます。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それではこれより 5条の 3番

について意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。

（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。5 条

の 3番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということ

で承認したいと思います。続きまして 5条の 4番について事務局説明をお願いいたします。 



 

事 務 局：5条の 4について説明いたします。地図の 21 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の田です。一般住宅用地としての用途に

よる申請です。譲受人の家族が増えるため新たに住宅を建築することになりました。申請地で

は木造平屋建て、建築面積 108.27 ㎡の住宅を建築します。造成工事では盛土を行いますが、

隣接地に対しては擁壁を設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。また、

排水は合併浄化槽を設置します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に

該当します。 

 

議  長：それでは担当の清田推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 2区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより 5条の 4番について

意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。(あ

りません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。5 条の 4

番について、賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで

承認したいと思います。続きまして 5条の 5番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 5について説明いたします。地図の 22 ページをご覧ください。申請地は都市計画区域内、

第二種中高層住居専用地域の第3種農地の田です。一般住宅用地としての用途による申請です。

譲受人の家族が増えることにより、現在の借家が手狭となったため新たに住宅を建築すること

になりました。申請地では木造 2階建て、建築面積 74.43 ㎡の住宅を建築します。隣地との境

界にはコンクリートによる土留めを行うため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

生活排水は合併浄化槽を設置します。水利権はありません。許可基準は、第 3種農地の許可要

件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の清水推進委員さんお願いします。 

 

佐伯 5区推進委員：特に問題ございません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の5番について、

これより意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）特になしとの意見がございましたので取りまとめたいと思いま

す。5 条の 5 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成と

いうことで承認したいと思います。続きまして 5条の 6番について事務局説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局：5条の 6について説明いたします。地図の 23 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。駐車場用地としての用途によ



る申請です。地区の災害避難時のスペースとして利用する計画です。申請地では、7 台分の駐

車スペースを設けます。現状のまま利用するため土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。

また雨水は自然浸透します。水利権はありません。許可基準は、第 2種農地の許可要件に該当

します。 

 

議  長：それでは担当の松尾推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 3区推進委員：避難所の駐車場ということ、特に問題はないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは、5 条の 6 番につい

て、これより意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいた

します。(ありません、の声あり)なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

5 条の 6 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。続きまして5条の7番について事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：5条の 7について説明いたします。地図の 24 ページをご覧ください。申請地は農業公共投資の

対象となっていない小集団の生産性の低い第 2種農地の畑です。駐車場用地としての用途によ

る申請です。現在使用している駐車場は大雨時に水没し、市道まで出ることが出来ないなど利

用について不便な状態であったため、自宅隣の申請地に駐車場を設置しようと考えました。申

請地では 2 台分の駐車スペースを設けます。1ｍのかさ上げを行いますが境界部分にはＬ字擁

壁を設置するため、土砂の流出、崩壊の恐れはないと思われます。水利権はありません。許可

基準は、第 2種農地の許可要件に該当します。 

 

議  長：それでは担当の井川推進委員さんお願いいたします。 

 

蒲江 1区推進委員：問題ないと思います。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは5条の7番について、

これより意見等を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたしま

す。（ありません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。

5 条の 7 番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで承認したいと思います。3 条の 8 件については、佐伯市農業委員会として許可したいと

思います。4 条の 7 件、5 条の 7 件については多数の意見を付して知事に進達したいと思いま

す。それでは第 4号議案農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について事務局説明をお願い

いたします。 

 

事 務 局：第 4号議案農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について御説明申し上げます。御手元にＡ

4で 1枚第 4号議案と書いたものがあるかと思います。昨年 10 月に本県及び奈良県で農業委員

会会長が農地転用に係る収賄容疑で逮捕されるという不祥事が続けて発生したことは、農業委

員会組織への住民の信頼を大きく損なうことになりました。これを受けて本日の総会の前に法



令等遵守（コンプライアンス）の研修を実施しました。今後も法令遵守の考えに則りながら合

わせて綱紀保持の姿勢も強く打ち出すため本決議の実施を読み上げて提案いたします。農業委

員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）。私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業

者の公的な代表機関である農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、

農地利用の最適化を実現する責務を負っている。特に、農地制度に基づく許認可に係る事務に

ついては、個人情報に接することも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護

も徹底しなければならない。私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、

法令遵守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。記、1.農業委員会

が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適正に農地制度を運用すること。特に、

農業委員会法第 31 条の議事参与の制限、同第 33 条の議事録の公表を適切に実施して、農業委

員会の議事の公正さを確保すること。2.農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理

観を維持し、法令遵守を徹底するための研修等を実施すること。令和 2年 1月 7日、佐伯市農

業委員会。 

 

議  長：ただいま事務局から農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について読み上げていただ

きました。委員皆様方の賛同を得たいと思いますので、賛成される方の挙手を求めたいと思い

ます。最適化推進委員さんも同様です。（挙手全員）全員賛成ということで法令遵守の申し合

わせ決議は可決されました。これより休憩に入ります。 

 

（休憩） 

 

議  長：再開します。それでは、その他の議案に入りたいと思います。1番の農用地利用集積計画（案）

についてを議題とし、農林課より説明を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課の泉です。よろしくお願いします。前回の定例会でお願いしておりました利用権の新規

掘り起こしと再設定について取りまとめいただいたものを農用地利用集積計画（案）として作

成いたしましたので審議をお願いいたします。今月の農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項

の規定による案件は 100 件となっています。お手元の農用地利用集積計画（案）を御確認くだ

さい。表紙裏の一覧表をご覧ください。契約期間ごとの合計を読み上げます。契約期間 3年が

2筆で 2,497 ㎡、契約期間 5年が 57 筆で 60,199 ㎡、契約期間 6年が 15 筆で 27,006 ㎡、契約

期間 10 年が 11 筆で 12,101 ㎡、契約期間 20 年が 15 筆で 7,003 ㎡、これらを合計すると 100

筆で 108,806 ㎡となっています。なお、各契約の詳細につきましては次ページ以降に掲載して

いますので御確認をお願いいたします。利用権の設定等を受ける者が公社の分につきましては、

農地中間管理事業を通しておりますので、後程農用地利用配分計画（案）の方で説明がござい

ます。以上の内容につきまして、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項の各要件を満たして

いると思われますので、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま農用地利用集積計画（案）について説明がございました。これについてどなたか質問

等ございましたら挙手をもってお願いいたします。ないようですので、私の方から 1件いいで

すか。最後の前のページの 5 番目の人。ここに玄米 79 ㎏とあるんだけど、これは意味がある



んかな。 

 

農 林 課：利用権設定の用紙の方に 79 ㎏と書いておりまして、確認はしたんですが、79 ㎏ですか、そう、

と言われたのでそのまま記載しております。 

 

議  長：了解しました。あくまでもお互いの合意のもとですから 79 ㎏でいいんでしょう。他にござい

ませんか。ないようですので、これより農用地利用集積計画（案）について、賛成される方の

挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続き

まして利用権設定の推進について説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：次に利用権設定の推進についてです。満期が到来する利用権の再設定の推進と新規掘り起しを

お願いしているところですが、満期到来者分については、該当する委員の方にリストを添付し

ておりますので、相談等を受けた場合は御協力の程よろしくお願いします。なお、設定用紙が

必要な場合は御連絡いただければお届けいたしますので御連絡をお願いいたします。今回の書

類の締め切りを 1 月 15 日水曜日とさせていただいております。書類の提出については農林課

又は各振興局へお願いします。 

 

議  長：ただいま利用権設定の推進について説明がございました。今月の締め切り 15 日となってござ

いますので、よろしくお願いいたします。続きまして農用地利用配分計画（案）についてを議

題とし、説明をお願いいたします。 

 

農 林 課：農林課水田畜産係の首藤です。よろしくお願いいたします。御手元の農用地利用配分計画（案）

に沿って説明させていただきます。1枚目の裏面が集計表となっておりますのでご覧ください。

今月の案件は、令和 2 年 3 月 1 日の開始分になります。契約期間 5 年の田、うち新規 41 筆、

45,735 ㎡、更新 10 筆、9,899 ㎡、合計 51 筆、面積が 55,634 ㎡、以下いずれも新規でありま

す。契約期間 6年の田、15筆、面積が 27,006 ㎡、契約期間 10 年の田、2筆、面積が 1,939 ㎡、

契約期間 20 年の田、6 筆、面積 2,022 ㎡、同じく畑、1 筆、面積 729 ㎡、全体合計 75 筆、面

積が 87,330 ㎡となっております。詳細につきましては 2 枚目から借受者氏名、土地所有者氏

名、農地情報等を記載した農用地貸付調書を添付しておりますので御確認ください。簡単です

が以上で説明を終わります。御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長：ただいま農用地利用配分計画（案）について説明がございました。これより意見等求めたいと

思いますので、どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。ないようですので、

これより農用地利用配分計画（案）について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙

手全員）全員賛成ということで承認したいと思います。続きまして、非農地証明願についてを

議題といたします。それでは事務局説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：事務局槙野です。よろしくお願いします。今回は、全体で 5件の案件が提出されています。そ

れでは非農地証明願 1 番の説明をさせていただきます。まず、申請地の現地調査は、12 月 17

日に担当区の曽根田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市直川大字横



川大津留地区の畑 3 筆でございます。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。

現地は、県道上爪塩見園線沿い、大津留バス停から大津留橋を渡って正面の山際で、申請地の

位置は御手元の地図を御参照ください。この申請者は、父親が亡くなった後、後継ぎしきれず

40 年以上前から不耕作とのことです。現地の状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、

画像から見ても雑木等に覆われ生い茂って森林の様相を呈している状況です。畑に復元するに

は非常に厳しく困難な状況にあると思います。以上のことから非農地証明書発行基準要領の第

2の 4に該当する農地と判断出来るかと思います。 

 

議  長：ただいま事務局から説明がございました。それでは担当の曽根田推進委員さんが欠席しており

ますので、意見書の読み上げをお願いいたします。 

 

事 務 局：曽根田推進委員さんは先程急遽帰られたみたいで今日は意見書をもらってないんですけども、

17 日に一緒に回った時も特に問題はないというような御意見をいただいております。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見があります。それでは非農地証明願 1番につい

て意見等求めたいと思います。どなたかございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

17 番委員：これ周辺は皆こういう状況ですか。 

 

事 務 局：そうですね、あんまり高くないんですけど小山のような状態で、周辺もそういう状態になって

おります。 

 

17 番委員：いずれは出てくるということ。 

 

事 務 局：その下が、平坦な部分は田んぼを作られています。 

 

議  長：よろしいですか。他にございませんか。ないようですので取りまとめたいと思います。非農地

証明願 1番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成という

ことで許可したいと思います。続きまして 2番について説明をお願いいたします。 

 

事 務 局：次に非農地証明願 2番の説明をさせていただきます。申請地の調査は、同じく 12月 17 日に担

当区の大石推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市弥生の床木地区の畑

2 筆でございます。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。現地は、県道佐伯

津久見線沿いで、徳納橋を渡って左手で、申請地の位置は御手元の地図を参照してください。

また、本申請地は、3、4年前から耕作放棄をしたとのことです。次に現地の状況ですが、スク

リーンに映し出しているとおり、雑木、草等が生い茂り山林、原野化が進み、農地性が徐々に

薄れ現在に至ったとのことです。現状を把握するうえで、今後において当該地を農地に復元す

ることは困難と考えます。よって本申請地は、非農地証明書発行基準要領第 2の 4に該当する

農地と判断出来るかと思います。 

 



議  長：それでは担当の大石推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 1区推進委員：見てのとおり、多分このままいくんじゃないかなと思う。問題ないと思います。 

 

議  長：この場所は、除外申請の時にも私も現地確認をしてございます。今、担当推進委員さんからも

特に問題なしとの意見がございました。これから皆様の意見を求めたいと思います。どなたか

ございましたら挙手をもってお願いいたします。ないようですので取りまとめたいと思います。

非農地証明願 2について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成と

いうことで許可したいと思います。続きまして非農地証明願 3について事務局説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局：続きまして非農地証明願 3の説明をさせていただきます。申請地の調査は、同じく 12 月 17 日

に担当区の白田推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市上浦の浪太地区

に点在する畑 5筆でございます。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。現地

は、国道 217 号線沿いの浅海井小浪太の野球場の背後 1 筆と浪太地区集落の背後に点在する 4

筆で、申請地の位置は地図を参照してください。申請者は 40 年以上も前に県外に転出したた

め不耕作となっています。次に現地の状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、画像

から見ても雑木等に覆われ生い茂って森林の様相を呈している状況で畑に復元するには非常

に厳しく困難な状態にあると思います。以上のことから非農地証明書発行基準要領の第 2 の 4

に該当する農地と判断出来るかと思います。 

 

議  長：それでは担当の白田推進委員さんお願いいたします。 

 

上浦区推進委員：特に問題ありません。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。それでは 3番について、これ

より意見を求めたいと思います。どなたかございましたら挙手をもってお願いいたします。（あ

りません、の声あり）なしとの意見がございましたので取りまとめたいと思います。非農地証

明願 3番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成というこ

とで許可したいと思います。続きまして非農地証明願 4と 5の申請者は違うんですけど隣接す

る土地であるために一括で説明をお願いいたします。ただし、先程言いましたように申請人が

違うために、各々承認をしていきたいというふうに思います。 

 

事 務 局：非農地証明願 4番と 5番は、先程会長が述べましたように申請者が異なりますが、隣接地であ

るため一括しての説明とさせていただきます。申請地の現地調査は、12 月 17 日に担当区の藤

原推進委員さんと事務局 2名で実施しました。申請地は、佐伯市弥生の江良地区の畑 2筆でご

ざいます。申請地の土地の表示、申請人等は議案書のとおりです。現地は、国道 10 号線沿い、

上門田バス停から直川方面に約 50ｍ進んで右、山手ですが御手元の地図を参照してください。

申請者は昭和 41 年からここに居住していますが、いずれの農地ともに当時から不耕作とのこ

とです。現地の状況ですが、スクリーンに映し出しているとおり、画像から見ても雑木及び孟



宗竹に覆われ生い茂って森林の様相を呈している状況です。また、谷あいに位置することから

大雨のたびに大小の石が流れ込み耕作困難な状況が見受けられました。この土地を農地として

復元するには非常に困難な状態にあると思います。以上のことから非農地証明書発行基準要領

の第 2の 4に該当する農地と判断出来るかと思います。 

 

議  長：担当の藤原推進委員さんお願いいたします。 

 

弥生 3区推進委員：今の説明で問題ないと思われますが、10 号線のすぐ上の地図にある人の隣に位置する

所です。北側の方が広いのでその方です。ここは境に赤線で筆の境が入っている所が小溝にな

っております。状態としては上と下ほとんど変わりございません。地形図で分かりますように

ここはずっと水が流れ落ちる状態の所です。これを畑で作ろうったってとても無理と思います。

問題ないです。 

 

議  長：担当推進委員さんからも特に問題なしとの意見がございました。これより 4 番、5番について

意見を求めたいと思います。どなたかございませんか。ないようですので、これより非農地証

明願 4番について賛成される方の挙手を求めたいと思います。（挙手全員）全員賛成というこ

とで許可したいと思います。続きまして非農地証明願 5について賛成される方の挙手を求めた

いと思います。（挙手全員）全員賛成ということで 5についても許可したいと思います。それ

では全ての議案が終わりました。事務局マイクを戻しますが何かございますか。ないですか。 

 

17 番委員：それでは令和 2年第 1回佐伯市農業委員会総会を終了いたします。お疲れさまでした。 

 

（16 時 14 分閉会） 

 

 


